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スポーツ現場における
皮膚コンディショニングの重要性
枝 伸彦

Ph.D., 国立スポーツ科学センタースポーツ研究部 契約研究員

はじめに
競技スポーツを行なうアスリートに
とって最大の目的は、試合で最高のパ

スポーツ現場における代表的な

皮下組織に侵入することで引き起こさ

皮膚感染症

れる感染症で、発熱、全身倦怠感、腫

細菌感染症

脹を伴い、筋炎や血圧低下を生じるこ
ともある。

フォーマンスを発揮して、最良の結果

スポーツ現場における皮膚の細

を残すことである。しかしながら、強

菌 感 染 症 と し て、 黄 色 ブ ド ウ 球 菌

化期や試合期にはコンディションを崩

（Staphylococcus aureus：S. aureus ）

ボ ー ル、 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル、 ラ グ

しやすく、その結果、十分な練習時間

や 溶 血 性 連 鎖 球 菌（Streptococcus

ビ ー、 ホ ッ ケ ー、 レ ス リ ン グ な ど

の確保や試合での良好なパフォーマン

pyogenes ）による感染症が頻繁に発生

様々なスポーツで報告されている

ス発揮ができていないアスリートが多

している。その中でも最も頻度の高い

（1）
。110 名のアメリカンフットボー

いと考えられている。このようなコン

原因菌である S. aureus は健康な成人の

ル選手と 8 名のトレーナーを対象と

ディション悪化の主要な要因として感

約 20 ～ 30％の鼻腔や皮膚に存在して

した研究では、67 名（57 ％）の皮膚表

染症が知られており、アスリートに

おり、皮膚では膿 痂疹、毛 嚢炎、癤、

面から S. aureus が検出され、その内

のうかしん

もうのうえん

せつ

ほうかしきえん

細菌感染症は、アメリカンフット

とって感染症への対策は非常に重要な

蜂 窩織炎などの感染症を引き起こす。

の 8名（12 ％）が 実 際 に S. aureus 感 染

課題である。特に、病原性微生物の侵

膿痂疹は、いわゆる“とびひ”と呼ばれ

症を発症していた
（15）
。 ま た、 男 子

入口である外界と直接接している皮膚

ているもので、表皮に水疱を形成する

高校生アスリートを調査した研究で

はスポーツ活動時に損傷を負いやすい

が、弛緩性の膿疱やびらんとなって巨

ため、皮膚感染症はアスリートに頻発

大化し、さらに遠隔部位にも転移して

していることが知られている
（34）
。本

いく
（図 1）
。毛嚢炎は、毛穴の角層下

稿では、スポーツ現場においてアス

に細菌が侵入し、膿疱を形成するもの

リートが感染しやすい皮膚疾患を紹介

である。特に原因菌が鼻腔に多く存在

し、皮膚感染症への対策や免疫学的観

するため、顔にできることが多いとい

点からの皮膚コンディショニングの可

われている。さらに、毛嚢炎が深部に

能性について、これまでの研究成果を

波及し、周囲の結合組織にまで広がっ

含めて考察する。

て、赤く硬く腫れ上がってくるものが

のうほう

癤、いわゆる“おでき”と呼ばれるもの
である。蜂窩織炎は、原因菌が真皮や
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は、124 名 中 31 名
（25 ％）が S. aureus

因子や栄養不足、抗生物質やステロイ

研究では、115 名（11.5 ％）の選手から

感染症を発症していたと報告されて

ド外用薬の副作用で発症する場合があ

T. tonsurans の陽性反応が検出された

いる
（30）。 日 本 に お け る S. aureus

る。真菌感染症の中でもスポーツ現場

（28）
。某大学柔道部員 31 名を対象に

の感染調査では、アメリカンフット

で最も代表的な感染症は白癬であると

実施した T. tonsurans 感染症の集団検

ボ ー ル 選 手 54 / 64 名
（84.4 ％）
、レス

いわれている。白癬菌は皮膚の最外層

診 で は、 体 部 白 癬 が 11 名
（35.5 ％）、

リ ン グ 選 手 16 / 19 名
（84.2 ％）
、野球

の角質層や毛髪などに含まれるケラチ

頭部白癬が 2 名
（6.5 ％）に認められた

選 手 10 / 91 名（11.0 ％）
、テニス選

ンを栄養源としており、白癬の最も一

（29）
。また、部員全員に頭皮のブラシ

手 4 / 35 名
（11.4％）という感染率が報

般的な自覚症状は痒みとされている。

検査を実施した結果、T. tonsurans の

告されている（31）。選手同士の接触の

白癬の発症には、皮膚局所の温度や湿

陽性者は 11 名（35.5 ％）おり、無症候

ない野球やテニスに比べて、選手同士

度といった環境要因が強く関与してお

性の保菌者が多く存在することが明ら

が激しくぶつかり合うコンタクトス

り、発症部位によって、頭部白癬
（し

かとなっている。頭部白癬は一般的に

ポーツで感染率が高いことがわかる。

らくも）
、体部白癬
（ぜにたむし）
、股

頭部浅在性白癬を示しているが、ステ

これらの細菌感染症は、主に抗生

部白癬
（いんきんたむし）
、足白癬
（水

ロイド外用薬の誤用などによって重症

物 質 を 用 い た 治 療 を 行 な う が、 最

虫）
、手白癬
（水虫）
、爪白癬などに分

化すると深在性白癬のケルスス禿瘡に

近では抗生物質に耐性のある市中感

類されている。

移行することがあるので注意が必要で

とくそう

ある（34）
（図 4）
。

染型メチシリン耐性黄色ブドウ球

足の指の間やかかとで発症する足

菌（community-acquired methicillin-

白 癬 は、 欧 米 で は“athlete's foot”と

resistant Staphylococcus aureus ：CA-

呼ばれており、アスリートに多い疾

MRSA）が 急 増 し て い る。2016 年 の

。日本
患として知られている
（ 図 2）

スポーツ現場では、単純疱疹、帯状

高校生アスリートを対象とした調査

の 大 学 生 559 名 を 対 象 と し て、 普 段

疱疹、伝染性軟属腫、尋常性疣贅、青

では、シーズン中に 0.6 ％のアメリカ

運動を行なっていない一般学生（非運

ンフットボール選手と 0.9％のレスリ

動群）と運動部に所属するアスリート

ング選手にCA-MRSAの感染が確認さ

（運動群）における足の白癬菌陽性者

れている
（7）
。様々なスポーツ種目の

の割合を比較したところ、白癬菌陽

中でも、特にレスリングにおいてCA-

性者の割合は非運動群
（23.4 ％）に 比

MRSAの感染リスクが高く、76％の大

べ、運動群
（43.4％）で高い割合を示し

学レスリング選手がCA-MRSＡを保菌

た
（23）
。種目別では陸上競技の中・長

していると報告されている
（8）
。CA-

、水泳
（ 54.8 ％）
、水球
距離
（ 55.6 ％）

MRSAによる感染症は抗生物質が効き

（ 52.9％）
、サッカー（ 44.3％）、バスケッ

にくく難治性となるため、特に予防が

トボール
（ 39.3％）が特に白癬菌陽性者

重要となる。

の割合が高かったと報告されている。

ウイルス感染症
ほうしん

ゆうぜい

図2

足白癬

提供：ニュー上田クリニック上田由紀子先生

足以外の発症部位としては、頭部や

真菌感染症

体幹上部、上肢が多く、特に頭部白癬

アスリートに多くみられる真菌感染

の 90 ％ が Trichophyton tonsurans（T.

症として癜風、カンジダ感染症、白癬

tonsurans ）が原因菌であるといわれて

などが知られている。癜風は発汗量の

いる
（16）
（ 図 3）
。 日 本 で は 2000 年 ご

多い人にみられるMalassezia 属の常在

ろから柔道やレスリングを中心に感染

菌によって発症し、前胸部や腋窩、背

が広がり始め、その後、相撲やラグ

中などに白っぽく抜けた不正形の斑点

ビーなどの選手でも感染が報告されて

またはごく薄い茶色の斑点が発生す

いる。日本全国の 49 施設（中学・高校・

る。カンジダ感染症は皮膚常在菌の

大学・社会人）の柔道選手 1,000 名を

Candida albicans が原因であり、環境

対象に頭皮のブラシ検査を実施した

でんぷう

はくせん

図3

頭部白癬
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せんけい

年性扁平疣贅、尖圭コンジローマ、水

ると感染するだけでなく、無症候の患

部においてHSV感染症の部内感染が広

痘、麻疹、風疹、手足口病、伝染性紅

部に触れただけでも感染することがあ

がった症例が報告されている
（21）
。

斑、伝染性単核症など様々な皮膚のウ

る。

アスリート特有の感染リスク

イルス感染症が報告されている。その

HSV感 染 症 は、 特 に コ ン タ ク ト ス

中でも、単純疱疹は単純ヘルペスウイ

ポーツでの集団感染が問題視されて

ル ス（Herpes simplex virus：HSV）に

おり、欧米ではレスリングで
“herpes

スポーツ活動時の他の選手やスポー

よって発症する感染症の総称であり、

gladiatorum”、 ラ グ ビ ー で“herpes

ツ用具との接触は、細菌やウイルスな

スポーツ現場で最も頻発するウイルス

rugbiaforum”や“scrum pox”と 呼 ば

どの病原性微生物の伝播に繋がる。ア

感染症である。HSV感染症は、皮膚や

れ て い る。2001 年 に ミ ネ ソ タ 州 で

メリカンフットボール
（5）
、バスケッ

口腔、口唇、眼、性器などに強い痛み

実施されたレスリングの強化合宿で

トボール（10,30）、レスリング
（25）の選

を伴う水疱や潰瘍を引き起こし、初感

は、 参 加 し た 330 名 の 男 子 レ ス リ ン

手を対象とした研究では、練習や試合

染時には、発熱や全身倦怠感が現れる

グ 選 手 の う ち 57 名
（17.3 ％）がHSV感

後に選手の皮膚に存在する S. aureus

ことがある
（図 5）
。HSVは一度感染す

染症を発症し、発症部位の約 70 ％が

の数が増加することが報告されている

ると、病変部位が治癒したあとも神経

顔であったと報告されている
（4）
。全

（図 6）
。レスリングでは、マット表面

節に潜伏し、何度も再発するという特

米 大 学 体 育 協 会（National Collegiate

に存在する S. aureus が練習前後で有意

徴がある。再発のきっかけとして、心

Athletic Association：NCAA）が レ ス

に増加していることから、選手同士の

理的ストレス、発熱などの体調不良、

リング選手を対象に 2009 ～ 14 年まで

接触だけでなくマットなどのスポーツ

紫外線、月経、免疫機能の低下などが

行なった調査では、皮膚感染症の罹患

用具も感染の一因となりえる（25）
。白

考えられている
（14）
。また、HSVは感

リ ス ク は 14.23 / 10,000 AEs（athlete-

癬やHSV感染症に関しても、競技特性

染力が非常に強く、病変部位に接触す

exposure： ア ス リ ー ト 1 人 当 た り の

によって他の選手やスポーツ用具との

練習または試合への参加数）であり、

接触が多い部位で感染が多いことが明

最 も 多 か っ た 感 染 症 はHSV感 染 症

らかとなっている。

すいほう

① 他の選手やスポーツ用具との接触

（41.1％）、次いで細菌感染症（25.9％）、
真菌感染症
（21.4％）であったと報告さ
れている
（19）
。日本でも、高校の柔道

図4

皮膚は体内の水分保持と外部環境に

ケルスス禿瘡
（34）

図5

口唇ヘルペス
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図6

バスケットボールの試合前後の皮膚ブドウ球菌数の変化
（10）

対する物理的バリアの 2 つの重要な役

は、外部環境に対する物理的バリアと

ている。SIgAはラクトフェリン共存

割を担っている。特にコンタクトス

皮膚の水分保持機能の低下に繋がり、

下で S. aureus に対する増殖抑制効果を

ポーツでは、皮膚の擦過傷や裂傷が頻

感染症への罹患リスクを増大させる。

示すことが報告されており
（32）、皮膚

繁に発生し、皮膚の物理的バリアの破

60 分間の高強度の自転車ペダリング

SIgAが分泌されるエクリン汗腺の汗

綻がしばしば起こる。また、多くのア

運動を実施した研究では、皮膚のブド

管開口部では S. aureus の数が少ないこ

スリートが練習時から日常的にテーピ

ウ球菌数
（ S. aureus ＋コアグラーゼ陰

と
（17）や皮膚SIgAが少ないアトピー

ングを貼付しているが、テーピングを

性ブドウ球菌）が運動後と 60 分後にか

性皮膚炎では S. aureus の数が多いこと

剥がす際には皮膚の角層も剥離されて

けて増加することを報告している（12）

（18,22,26）などの臨床的な知見からも

しまうため、物理的バリアが低下して

（図 7）
。また、角質水分量は運動直後

皮膚SIgAは皮膚の感染防御に重要な

しまう。124 名の男子高校生アスリー

に急増するが、120 分後には運動前よ

役割を担っていると考えられる。運動

トを対象とした研究では、皮膚の傷や

りも低下してしまうことも示されてい

と皮膚免疫に関する研究はほとんどな

テーピングの使用によって S. aureus 感

る。したがって、過度な発汗後には病

いが、60 分間の高強度運動によって

染症の発症リスクは 2 ～ 3 倍に増加す

原性微生物の増殖や物理的バリアの低

皮膚SIgAが低下することが報告され

ると報告されている（30）
。また、皮膚

下によって、皮膚感染症の罹患リスク

ている（12）
（ 図 7）。したがって、高強

の外傷によって、病原性微生物が皮膚

が増大する危険性がある。

度運動は皮膚免疫を低下させる可能性
が考えられ、今後さらに詳細に検討し

の深部まで侵入し、より重篤な感染症
を引き起こす可能性がある
（1）
。

④ 高強度運動による免疫機能の低下

ていく必要がある。

適度な継続性運動は免疫機能を向上
させるが、高強度運動は免疫機能を低

皮膚感染症によるパフォーマンス

アスリートは日常的にハードな練習

下させることが知られている。皮膚の

への影響

やトレーニングを行ない、多量の発汗

感染防御には様々な免疫バリアが寄与

皮膚感染症はあまり競技パフォーマ

を繰り返している。汗は皮膚にとっ

しているが、その中でもアスリートの

ンスに影響を与えないという印象があ

て良い面と悪い面の両方を有している

コンディショニングへの応用におい

るが、強い痛みや痒みを伴う病変は直

が、過度な発汗は皮膚バリア機能に悪

て分泌型免疫グロブリンA（secretory

接的にパフォーマンスに悪影響を及ぼ

影響を及ぼす可能性がある。健常な皮

immunoglobulin A：SIgA）が注目され

す可能性がある。また、強い痛みや痒

③ 発汗の影響

膚では皮膚の表面に近くなると角質水
分量は急激に低下するように調節され
ており（35）、それが病原性微生物のコ
ロニー形成に対して抑制的に働いてい
る（3）。発汗による角質水分量の急激
な増加は細菌のコロニー形成を増加さ
せ（6）、さらに運動時の皮膚表面温度
の上昇は細菌の細胞分裂を加速させて
しまう。また、発汗による表皮への過
度な水分供給は、皮膚の細胞を一時的
に膨潤させ、その後、細胞間のタイ
トジャンクションを低下させてしま
う。タイトジャンクションとは細胞同
士が隙間なく接着された状態のことを
示し、通常はこの皮膚のタイトジャン
クションによって外敵の侵入を防御し
ている。タイトジャンクションの低下

図7

高強度運動後の皮膚SIgA、角質水分量、ブドウ球菌数の変化
（12）
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みは睡眠の質や心理状態にも大きく影

に対して、シャワー入浴が有効である

治療が重要である。特に白癬菌につい

響するため、間接的にもパフォーマン

（13）
。ただし、ボディタオルなどで強

ては定期的な簡易検査でのスクリーニ

スに影響する危険性がある。さらに、

く洗浄すると、皮膚表面に微細な傷が

ングが推奨される。柔道では、頭部白

皮膚感染症がチーム内で拡大すると、

生じ、毛穴に常在する細菌の皮膚表面

癬の早期発見のために頭皮のブラシ検

チーム全体のパフォーマンスを低下さ

への出現や物理的バリアの低下に繋が

査やアンケートを用いたスクリーニン

せてしまう。

るため、刺激性の弱いボディタオルで

グが実施されてきた
（20）
。足白癬につ

皮膚感染症は上述のとおり、選手同

優しく洗浄するか、よく泡立てながら

いては、寒天培地を用いた簡易的な検

士の接触やスポーツ用具を介しての感

手で洗浄するとよい。白癬菌には、抗

査で検出が可能である。生化学的な検

染もありえるため、発症したアスリー

真菌剤を配合したボディソープやシャ

査以外にも、トレーナーなどのサポー

トは練習に参加すべきではない。その

ンプーでの洗浄が有効とされている。

トスタッフによって、普段のアスリー

ため、発症したアスリートは十分な練

入浴時には角質層が著しく膨潤し、水

トケアの際に皮膚状態のヒアリングを

習時間を確保することができなくな

溶性の天然保湿因子やセラミドなどの

行なうことや目視によって皮膚状態を

る。NCAAに所属するレスリング選手

細胞間脂質が流出してしまうため、入

把握することで、皮膚感染症を早期に

を 対 象 に 1988 ～ 2004 年 に か け て 行

浴後には保湿クリームの塗布などの乾

発見することができる。HSVは何度も

なった調査では、最も練習時間の妨げ

燥対策が推奨される。

再発するため、どのアスリートがどの
部位で発症歴があるかなどを記録して

になる要因は全体の 17 ％を占める皮
膚感染症の罹患であったと報告してい

② スポーツ用具や設備の洗浄

おくことで、早期発見・早期治療に繋
がる。皮膚感染症の治療については、

る（2）。近年では、練習を休みたくな

皮膚感染症の原因となる病原性微生

いなどの理由で、皮膚感染症の病変部

物は、様々なスポーツ関連用具を介し

アスリートやトレーナーの判断で市販

位をテーピングなどで覆い隠して練習

て伝播するといわれている。特に細

の薬剤を使用するのではなく、しっか

に参加するアスリートも多い。これは

菌が繁殖しやすい高温多湿環境となる

りと皮膚科を受診し、適切な処方を受

病状の悪化や感染拡大の危険性から絶

シューズや防具などは、頻繁に洗浄や

けるべきである。その理由には、不適

対に避けるべき行為である。

殺菌、天日干しを行なうことが推奨さ

切な薬剤の使用による重症化の危険性

皮膚感染症によるアスリートのパ

れる。練習着についても、午前と午後

やドーピング禁止物質の含有の可能性

フォーマンスへの最大の悪影響は試合

で 2 着以上用意して着替えるなど不衛

が挙げられるが、特にアスリートにお

の欠場である。重篤な皮膚感染症の場

生な状態での練習を極力避けるように

いてはできるだけ早く競技復帰するこ

合、発熱、全身倦怠感、腫脹、筋炎な

工夫する。レスリングのマットや柔道

とが重要であるため、しっかりと皮膚

どを生じることもあり、試合への出場

の畳、更衣室の床などの設備も水拭き

科の医師と連携して治療すべきであ

が困難となる。また、レスリングでは

では細菌の除去はできず、むしろ繁殖

る。皮膚感染症の治療には、抗生物質

計量時のメディカルチェックの際に、

を助長する危険性があるため、練習の

や抗真菌薬、抗ウイルス薬の内服や外

皮膚感染症の病変が認められる場合に

たびに専用の洗浄剤で清掃するべきで

用が一般的である
（27,34）
。感染症の種

は、試合に出場することができなくな

ある。足白癬については、感染者や保

類によって推奨される薬剤や治療期間

る。したがって、アスリートや指導者、

菌者の足から剥がれ落ちた角層に菌が

、適切な治療計画
が異なるため
（表 1）

サポートスタッフは、皮膚感染症の正

付着しており、それを直に踏んでしま

と競技復帰の時期について医師と相談

しい知識をもち、しっかりと予防や対

うことで感染が広がってしまう。その

しながら決めていく必要がある。競技

策を行なう必要がある。

ため、プールやシャワールームの足

復帰の目安として、NCAAではレスリ

マットも頻繁に交換して洗濯する必要

ング選手向けのガイドラインを発行し

がある。

ている（33）
（表 2）
。

③ 感染者の早期発見・治療

④ 皮膚のコンディション評価と免疫

皮膚感染症への対策
① 正しいシャワー入浴の推奨
高強度運動後の皮膚免疫バリアや物
理的バリアの低下、皮膚細菌数の増加

皮膚感染症の感染拡大防止のために

などの皮膚感染症の罹患リスクの増大

は、感染が疑われる選手の早期発見・
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対策

S. aureus は皮膚の常在菌であり、白

癬菌もスポーツ活動時には接触する機

膚感染症の予防に有用である。

日本代表選手にすでに活用されてい

会の多い病原性微生物である。HSVは

アスリートのコンディション評価に

る。SIgAは皮膚表面にも分泌されて

感染力が非常に強い上、一度感染する

おいては、唾液中のSIgAが上気道感

おり、上述したように皮膚感染症の予

と、神経節にウイルスが潜伏してしま

染症を予測する免疫指標として確立さ

防にも寄与しているため、アスリート

う。これらの病原性微生物は通常、免

れている。スポーツ現場では即時の

の皮膚のコンディション評価指標とし

疫機能によって増殖や感染が抑えられ

フィードバックが重要となるが、一般

ての有用性が期待されている。

ているが、減量や強化合宿、海外遠征

的な免疫指標は 1 ～ 2 日間かけて解析

免疫機能の向上には疲労の軽減やリ

など通常よりも疲労やストレスがたま

して結果が出るのに対して、SIgAは

ラクセーション、ビタミン類や乳酸菌

り、免疫機能が低下する時期に皮膚感

専用のポータブルの解析装置を用い

の摂取などが有効であると考えられて

染症を発症しやすい。したがって、皮

て 20 分程度で解析が可能である。唾

いる。唾液中のSIgA分泌に関する研

膚の免疫指標を用いて日常的にコン

液SIgAによるコンディション評価は、

究では、ヨガ（11）やアロマテラピー
（9）

ディション評価を行ない、発症前に免

ロンドンおよびリオデジャネイロオリ

によってSIgAレベルが増加すると報

疫対策を実施することができれば、皮

ンピックにおけるサポートハウスにて

告されている。また、乳酸菌B 240 を
継続摂取させた研究では、唾液SIgA
分泌量が有意に高まり、4 週目以降も

表1
皮膚感染症の種類

皮膚感染症の種類別の治療計画
（27）

その状態が続いたという報告がある

治療計画

（24）
（図 8）
。皮膚SIgAも粘膜面と同様

【内服】
（7 ～ 14 日間）＋【外用】
S. aureus 感染症 （内服）セファレキシン、ジクロキサシリン
（外用）抗生物質含有軟膏

のメカニズムで分泌が亢進されると考
えられているため、これらの免疫対策

【内服】
（7 ～ 14 日間）＋【外用】
S. aureus 感染症 （内服）クリンダマイシン、リネゾリド、
トリメトプリム・スルファメトキサゾール複効錠
（MRSA）
（外用）抗生物質含有軟膏
足・体部白癬

頭部白癬
HSV感染症

【外用】
テルビナフィン、クロトリマゾール、ミコナゾール、ケトコナゾー
ル軟膏
【内服】
（14 ～ 28 日間）＋【外用】
（内服）テルビナフィン、イトラコナゾール、ケトコナゾール
（外用）2％ケトコナゾール含有シャンプー
【内服】
（初感染時：10 ～ 14 日間、再発時：5 ～ 7 日間）
バラシクロビル

は皮膚においても有効であると推察さ
れる。免疫対策として、日常的に免疫
のベースラインを上げておくことと免
疫機能が低下しやすい時期に補強する
ことの 2 点が重要である。

⑤ 紫外線対策
過度な紫外線の曝露は免疫機能の継
続的な低下や皮膚がんの発症リスクを
増大させることが知られている。また、
紫外線によって疲労が増大するともい

表2
皮膚感染症の種類

細菌

白癬

皮膚感染症の種類別の競技復帰の目安
（33）

われており、アスリートのパフォーマ

競技復帰の目安
・新しい病変が 48 時間以上発生していない
・72 時間以上の抗生物質による治療
・湿潤や滲出性の病変がない
・activeな病変部位を覆い隠して競技復帰すべきではない
・疑わしい病変はグラム染色したほうがよい
・経口または局所治療（皮膚：72 時間以上、頭皮：14 日間）
・activeな病変部位を覆い隠して競技復帰すべきではない

・病変部が乾燥してしっかりとしたかさぶたを形成している
・二次的な細菌感染がない
・新しい発疹が 72 時間以上発生していない
ヘルペスウイルス
・120 時間以上の抗ウイルス剤による治療
・activeな病変部位を覆い隠して競技復帰すべきではない
・全身症状がない（初感染時）

ンスやリカバリーに影響する可能性が
ある。したがって、特に屋外競技を行
なうアスリートは紫外線対策が重要で
ある。競技を行なう際に、衣類などで
皮膚の露出部を極力減らし、露出部に
は日焼け止めを塗布することで紫外線
による影響を最小限に抑えることがで
きる。ただし、競技中の発汗によって
日焼け止めが流れてしまう可能性があ
るため、競技時間が長時間に及ぶ際に
は、途中で塗り直すことが推奨される。
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おわりに

ポーツ用具や施設の清潔の維持、アス

クセーションや栄養補助食品を用いて

リートの定期的な皮膚感染症のスク

即時的に回復させるなどの方法が挙げ

罹患リスクの高さとパフォーマンスへ

リーニング検査の実施が推奨される。

られる。本稿で紹介したポイントを上

の悪影響の観点から決して軽視され

皮膚感染症の発症には皮膚の免疫機能

手く活用して皮膚感染症を予防できれ

るべきではなく、しっかりと予防や対

も大きく関与しており、特に疲労が蓄

ば、本番で最大のパフォーマンスを発

策がなされるべきである
（図 9）
。アス

積する強化合宿や海外遠征、心理的ス

揮する一助になると考えられる。◆

リートは運動後の迅速なシャワー入浴

トレスが増大する試合前や減量期には

と適切な皮膚の洗浄、スキンケアを習

免疫機能が低下しやすいため、皮膚の

謝辞

慣化し、万が一、皮膚の病変が疑われ

コンディション評価や免疫対策を行な

る場合にはそのまま練習を続けるので

うことで事前に皮膚感染症を予防する

はなく、メディカルスタッフへの相

ことができる。免疫対策としては、日

談や皮膚科の受診を行なうべきであ

常的に乳酸菌を摂取することで免疫機

る。指導者やサポートスタッフについ

能のベースラインを高めておき、特に

本稿を作成するにあたり、臨床現場における
皮膚感染症の写真のご提供ならびに医学的見
地からのご助言を賜りましたニュー上田クリ
ニックおよび国立スポーツ科学センタース
ポーツメディカルセンターの皮膚科医の上田
由紀子先生に深く感謝申し上げます。

ては、皮膚感染症のリスクの認識、ス

免疫機能が低下しやすい時期にはリラ

アスリートにおいて、皮膚感染症は
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